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1.

温暖化防止ジオエンジニアリング
地球温暖化防止のための緊急手段として、大規模

2.

CO2 回収・貯留(CCS)ジオエンジニアリング
ジオエンジニアリング
回収・貯留

な温暖化防止ジオエンジニアリング（環境地球工

CO2回収・貯留(CCS)は、CO2排出を大幅に削減し

学）技術が最近注目されている。コペンハーゲン会

て、大気中のCO2濃度増加を抑制するため、自然の

議では、すべての大排出国が地球温暖化防止の必要

状態を変えないことを目指すジオエンジニアリン

性は認めたことに大きな意義があった 1)。しかし、

グ技術である。CO2回収・貯留(CCS)は、年100万ト

米国や中国等の新興国が温室効果ガス排出削減の

ン以上の規模のCO2地中貯留が世界で5箇所になり、

義務を負うことを拒否したのは、環境より経済開発

北 海海底下 の帯水 層には既 に 1,000万 トン以 上 の

を優先した結果であるが、化石燃料にまだ当分は頼

CO2が貯留されている。しかし、コスト低減や長期

らざるをえないことの現れでもある。比較的小幅な

安全性など課題は多く、日本など世界各国で最重点

温室効果ガス削減ですら合意できないようでは、温

研究課題になっている8,9)。

暖化対策が手遅れになることが既に避けられなく
2)

2010年2月3日オバマ米大統領が包括的CO2回収・

なっているとさえ思える 。このような情勢から、

貯 留 (CCS) 連 邦 戦 略 大 統 領 覚 書 (Presidential

より直接的で顕著な効果のある温暖化防止技術が

Memorandum—A Comprehensive Federal Strategy on

求められるようになってきて、大規模な温暖化防止

Carbon Capture and Storage)10)を発表し、新省際CO2

ジオエンジニアリングが、にわかに注目されている

回収・貯留(CCS)タスクフォース(Interagency Task

3-6)

。

Force on Carbon Capture and Storage)を作り、10年以

温暖化防止ジオエンジニアリングは、地球に傘を

内に経済効率の良いCO2回収・貯留(CCS)の広範な実

さすとか、雲を増やすとか、海洋に鉄などの養分を

施を目指すことを宣言した。やはり、コスト低減と

散布して藻類を増殖させるなど様々な提案がされ

安全性の確保が主な課題になると考えられる。

ているが、中には火山活動を活性化させる等のよう
な過激な案も真面目に提案されている状況である。

CO2 注入

巨大規模火山噴火が世界的な大規模な世界的な寒
冷化をもたらすことはよく知られているが、火山の

塩水循環

コントロールは未だ困難で、災害をもたらす危険が
ある。
地球の巨大で複雑な天然のシステムを十分に理

難浸透層
解できていない現状で、大規模なジオエンジニアリ

CO2
ングを余儀なくされた場合には、自然の状態を変え

マイクロバブル化

ないーまたは既に自然の状態から既に変わってし
まっている場合には、自然の状態に戻す方向でジオ
エンジニアリング技術を用いるべきであろう7)。大

塩水帯水層

気CO2濃度をコントロールするジオエンジニアリン
グとしては、自然の状態を変えないための技術が
CO2回収・貯留(CCS)であり、自然の状態に戻すため
の技術が大気CO2直接削減技術である。

図 1．
． CO2 マイクロバブル帯水層注入

3.

11)
マイクロバブル法 CO2 固定(CCS)
固定

向がある。マイクロバブルの性質はまだよく解明さ

CO2は地下浅所までは気体であるが、800m程度よ

れていないが、大きな気体または超臨界流体のバブ

り深い地下では通常超臨界流体状態になるが、ごく

ルに比べて、浮力が小さいので、地下に注入しても、

低温の地下では液体状になる。さらに、水に溶解し、

地表に浮上する心配が少ない（図１）。さらに、地

ハイドレートや炭酸塩を形成して固体状になる場

下岩石の微細な空隙中に入り込んで、吸着や界面張

合がある。地下の空隙は、通常地下水で満たされて

力などにより閉じ込められ、残留ガスとして留まり

いるが、気体状や超臨界流体状のCO2は水より軽い

易い。微細泡（マイクロバブル）の岩石への浸透性

ため、地表に向かって浮上する性質がある。そのた

については、注意深い実験を行う必要があるが、岩

め、CO2を気体状や超臨界流体状で大量に地下に注

石の間隙径より微細泡の径が十分に小さければ、マ

入するためには、ドーム状のキャップロックなどの

イクロバブル水の浸透性は良いが、間隙径より大き

封じ込めのための特殊な地質構造が必要になる。こ

い微細泡が混入すると浸透性が著しく低下すると

のような封じ込めのための地質構造があるのは、産

考えられる。微細泡の径は貯留層になる砂岩等の間

油・産ガス地帯など一部の地質地域に限られる。

隙より小さく、キャップロックとして期待される頁

温室効果ガスは世界中で大量に発生しているので、

岩層・粘土層等の間隙より大きいことが望ましい。

地球温暖化防止に貢献するためには多様な地質構

残留ガスとして岩石間隙中に留まっている間に、さ

造地域で利用できる汎用のCO2地中貯留・固定(CCS)

らに溶解・イオン化・炭酸塩化、ハイドレート化、

技術が必要である。径数十ミクロン程度以下のいわ

微生物による有機物化やメタン化などの固定メカ

ゆるマイクロバブルは、合体して大きなバブルを形

ニズムが進行し、長期安定化すると期待される。マ

成するより、むしろ縮小して急速に溶解消滅する傾

イクロバブル法CO2固定(CCS)は、残留ガス化から溶

CO2(発電所等より回収
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解への固定プロセスを促進し、苦鉄質岩などへの地

収に大量のエネルギーを消費するだけでなく、運搬

化学固定や微生物固定などの高度固定法を効率的

や大気からの長期隔離がほとんど考慮されていな

に実現できる（図２）。また、極微細なマイクロバ

いケースもあり、実用化は困難である。森林固定や

ブルの注入により、岩石の微細な間隙の奥にCO2注

藻類・サンゴ増殖などの生物利用は大気CO2直接削

入が可能であるので、CO2-EOR(原油増進回収法)と

減を実現しているが、太陽光と生態系を利用してい

しても微細泡（マイクロバブル）CO2注入法は有望

るので、長期的視野のCO2削減に適しているが、大

である。特に、原油増進回収が技術的に難しい水押

規模—急速なCO2削減に用いるには制約がある。

型の油層に適している。

地球温暖化防止が手遅れになりつつあるにも関わ

マイクロバブル法CO2地中固定技術は安全性が高く、

らず、国際的協力による有効な防止策を採れない世

非構造性帯水層や玄武岩や蛇紋岩・カンラン岩や海

界情勢から、現在の国際政治・経済にあまり影響を

洋性地殻などへの高度CO2地中固定化を迅速かつ安

与えずに緊急の大規模工学的実施ができるジオエ

全に実行できる温暖化防止ジオエンジニアリング

ンジニアリングに適した大気CO2直接削減技術の開

技術として有望である。

発が喫緊の課題になっている。このため、物理化学
的方法と生物学的方法の長所を兼ね備えた大気CO2

4.

大気 CO2 直接削減技術

直接削減技術を提案する。

大気中のCO2濃度増加を抑制するだけでなく、す
でに自然状態の三分の一増になっている大気CO2濃

5.

マイクロバブル法大気 CO2 直接削減

度を低下させようとするのが大気CO2直接削減技術

新しく提案するマイクロバブル法大気 CO2 直接

である。地球温暖化防止が手遅れになりそうな情勢

削減技術は、マイクロバブル法 CO2 地中固定技術の

から、従来荒唐無稽なトンデモ技術と思われて来た

大気への応用である。マイクロバブル法 CO2 地中固

大気CO2直接削減技術が真剣に取り上げられるよう

定技術では、発電所等の燃焼排ガスから回収した

になってきた。大気は何処でも存在しているために、

CO2 をマイクロバブル状にして地中に注入したが、

場所を選ばずに実施できる。発電所や大工場から遠

マイクロバブル法大気 CO2 直接削減技術は大気そ

い、いかなる遠隔地でも実施できる。排出源とは関

のまま、あるいは大気から膜分離法や吸着法で CO2

係がないので、排出責任と直結せず、国や企業の思

濃度を高めた空気を用いる。大気は廃棄物ではない。

惑や国際政治上の争いに巻き込まれ難いという隠

また、CO2 は低濃度であれば、植物には有益で、人

れた利点もある。

間・動物の健康にも害は無い。数％以下の低濃度の

これまでに提案されている様々な物理化学的大

CO2 を含む空気は、浅い海中や地中に注入しても安

気CO2直接削減技術はいずれもエネルギー消費が
大きすぎる。大気中のCO2濃度は増加したとは言
っても、空気の分子１万個中にCO2分子は４個以
下しか含まれていないため，いかなる方法をとる
にしても抽出にはエネルギーを浪費する。しかし、
植物は太陽光エネルギーを利用して，巧妙に大気
CO2直接削減を実現している。エネルギー利用を
効率化するか、未利用の自然エネルギーを活用す
る工夫が必要になる。CO2を石灰すなわち酸化カ
ルシウムや水酸化カルシウムに吸収させ、炭酸カ
ルシウムとして固定する方法が大気CO2直接削減
技術として提案されているが、炭酸カルシウムは
元のCO2の倍以上の重量の固体であるため，運搬
が困難になり、運搬や取り扱いに大きなエネルギ
ーを浪費する。これまでに提案されている物理化
学的大気CO2直接削減技術は、大気からのCO2回

図３．海洋自然エネルギー活用による
浮体式大気 CO2 削減基地案

全であるだけでなく、植物や藻類や植物プランクト
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